
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
印字するために走査されるキャリッジが、複数個のインクヘッドで構成されるインクヘッ
ド部を有するインクジェット方式の画像形成装置であって、
上記インクヘッド部は黒のインクヘッドとカラーのインクヘッドとを備え、走査方向にお
ける両端部に黒のインクヘッドが配置されて

に配置されていることを特徴とする画像形成
装置。
【請求項２】

。
【請求項３】
複数個のインクヘッドで構成されるインクヘッド部を有するキャリッジを走査して印字す
るインクジェット方式の画像形成方法であって、
上記インクヘッド部に黒のインクヘッドとカラーのインクヘッドとを備えると共に、走査
方向における両端部に黒のインクヘッドを配置し、該インクヘッド部を用いて、黒インク
、カラーインク、黒インクの順番で

印字することを特徴とする画像形成方法。
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おり、
さらに、上記両端部の黒のインクヘッドはカラーのインクヘッドに対して、走査方向に対
する垂直方向に、互いに逆方向にずれた位置

上記両端部の黒のインクヘッドが、互いにノズルのピッチの１／２分だけずれた位置に配
置されていることを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置

、且つ、
上記２つの黒インクをカラーインクに対して、走査方向に対する垂直方向に、互いに逆方
向にずらした位置に



【請求項４】

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、カラーインクジェット方式のプリンタなどの、インクジェット方式の
画像形成装置、および画像形成方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
インクジェット方式の画像形成装置、例えば、インクジェット方式のプリンタは、その構
成が簡単であるため、小型化することが可能であり、かつ、安価に製造することができる
。また、インクジェット方式の画像形成装置は、ノズルから液体のインク滴を吐出して、
画像を形成する。このとき、インク滴を直接、紙、フィルム、布等の記録材に付着吸収さ
せるため、それ以上の処理を行う必要がなく、カラーインクを用いれば容易にカラー画像
を形成することができる。
【０００３】
ところが、インクジェット方式の画像形成装置で画像を形成するためには、インクの記録
材への浸透性、および記録材上における乾燥性が重要となってくる。上記のようなインク
ジェット方式の画像形成装置に使用されるインクには、主に顔料インクと染料インクとが
ある。顔料インクは染料インクに比べ、乾燥性、浸透性が劣ることが知られている。しか
しながら、顔料インクには、染料インクに比べ発色と濃度に優れる利点がある。
【０００４】
インクジェット方式の画像形成装置で画像を形成する際に、例えば、インクジェットプリ
ンタ専用の記録紙を使用すれば、浸透性、乾燥性に劣る黒色の顔料インクを使用して印字
しても、混色、にじみなどを生じることなく画像を形成することができる。これは、イン
クジェットプリンタ専用の記録紙には、付着したインクの吸収、定着を向上させるための
処理がなされているからであるが、その分、記録材にかかるコストが増加することになる
。記録材にかかるコストを抑えるために、通常にあるようなコピー用紙などを記録材とし
て使用した場合、乾燥性、浸透性に劣るインクを使用して印字すると、隣接して付着した
インク滴が互いにつながり、混色、にじみが起こってしまう。特に、カラーのドット領域
と黒のドット領域とが隣接する領域では、上記混色、にじみのため、黒のライン、文字等
が不鮮明になってしまう問題がある。
【０００５】
このような問題を解決するために、特開平７－１４９０３６号公報および特開平８－１９
７８３１号公報では、乾燥性、浸透性に劣る顔料の黒インクを、浸透性に優れるカラーイ
ンクに重ねて印字することにより、および、画像領域における黒のドットの密度を下げ、
その際に生じる黒インクのドットの隙間の位置にカラーインクでドットを印字することに
より、黒インクの乾燥性、浸透性を向上させて、黒インクとカラーインクとの混色、にじ
み、こすれ、汚れなどを防止する技術が開示されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のインクヘッドの配置（例えば、図１１に示す黒のインクヘッド（Ｋ
）、シアンのインクヘッド（Ｃ）、マゼンタのインクヘッド（Ｍ）、イエローのインクヘ
ッド（Ｙ）または図１２に示すシアンのインクヘッド（Ｃ）、マゼンタのインクヘッド（
Ｍ）、イエローのインクヘッド（Ｙ）、黒のインクヘッド（Ｋ）等の、黒のインクヘッド
が端にある配置）を有するインクヘッド部を用いて、黒インクとカラーインクとを重ねて
印字すると、インクヘッド部の走査方向によって、記録材に印字される黒インクとカラー
インクとの順番が異なる。黒インクがカラーインクの上に重なって印字されるか、または
、カラーインクが黒インクの上に重なって印字されるかによって、形成される画像の見た
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上記２つの黒インクを、互いにノズルピッチの１／２分だけずらした位置に印字すること
を特徴とする請求項３に記載の画像形成方法



目の黒の「黒さ」（発色）に差が生じてしまう。従って、上記従来のインクヘッドの配置
を有するインクヘッド部を用いた場合、インクヘッド部の走査方向を双方向にして印字す
ると、印字される黒の画像は、異なる走査方向において、「黒さ」に差が生じてしまい、
画像の品質の低下を生じるという問題が生じてしまう。
【０００７】
一方、上記従来のインクヘッドの配置を有するインクヘッド部を用いても、黒の画像領域
における黒のドットの密度を下げ、生じた黒インクのドットの隙間の位置にカラーインク
でドットを印字する場合、つまり、黒インクとカラーインクとを隣接して印字する場合に
おいては、上記のような問題はないように思われる。しかしながら、実際には、黒インク
およびカラーインクの両方とも、記録材に浸透して広がるため、インクを重ねて印字する
場合と同様に黒インクを先に印字するか後に印字するかによって形成される黒の画像の「
黒さ」に差が生じてしまう。従って、この黒のドットの密度を下げ、生じた黒インクのド
ットの隙間の位置にカラーインクでドットを印字する場合においても、従来のインクヘッ
ドの配置を有するインクヘッド部を用いた場合、インクヘッド部の走査方向を双方向にし
て印字すると、画像の品質の低下を生じるという問題を生じてしまう。
【０００８】
従って、黒の印字の「黒さ」の差をなくすためには、各走査毎に印字される黒インクとカ
ラーインクとの順番を固定する必要がある。しかし、上記のような従来のインクヘッドの
配置のインクヘッド部では、インクの順番を固定するには、走査方向を片方向のみに限定
して印字しなければならず、双方向にして印字することができない。そのため、印字する
時間を短縮することができない。
【０００９】
また、画像の品質を保ちながら、印字時間を短縮することができる例として、特開平７－
１９５７１５号公報および特開平１１－２１６８８２号公報が挙げられる。上記２つの公
報には、インクジェット方式の画像形成装置において、ある特定のインクヘッドの構成（
図１７の配置など）を取ることによって、走査方向を双方向にして印字しても、印字され
るインクの順番を固定することができ、各走査毎に「黒さ」の差などの色の差を生じるこ
となく画像を形成することができることが開示されている。
【００１０】
ところが、上記２つの公報の技術を単純に組み合わせた場合、インクヘッドの数が４つか
ら、６ないし７つとなり、倍程度まで増加してしまうので、その増加分のコストがかかる
ことになる。このため、インクジェット方式の安価な画像形成装置に応用することは難し
い。
【００１１】
本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、コストの増加を招
くことなく、走査方向を双方向にして印字して印字時間を短縮することができ、かつ、黒
の画像における「黒さ」の差を生じることない高品質の画像を形成することができるイン
クジェット方式の画像形成装置および画像形成方法を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するために、本発明のインクジェット方式の画像形成装置は、印字する
ために走査されるキャリッジが、複数個のインクヘッドで構成されるインクヘッド部を有
するインクジェット方式の画像形成装置であって、
上記インクヘッド部は黒のインクヘッドとカラーのインクヘッドとを備え、走査方向にお
ける両端部に黒のインクヘッドが配置されて

配置されていることを特徴としている。
【００１３】
上記の構成によれば、キャリッジの走査方向を双方向にして印字しても、印字するインク
の順番を黒インク、カラーインク、黒インクと一定にすることができる。その結果、走査
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おり、さらに、上記両端部の黒のインクヘッ
ドはカラーのインクヘッドに対して、走査方向に対する垂直方向に、互いに逆方向にずれ
た位置に



毎の黒インクが記録材表面において露出している面積、および黒インクとカラーインクと
が重なって印字される部分の面積が走査方向に関係なく同じとなり、印字の「黒さ」の差
をなくすことができる。また、インクヘッドの数は、片方向にしか走査して印字できない
従来の画像形成装置と比べて、上記の構成では、高々１つ増加するだけである。そのため
、コスト増は小さく、広い範囲の画像形成装置に応用することができる。つまり、コスト
をかけることなく、双方向に印字して印字時間を短縮することができ、高品質の画像を形
成することができる画像形成装置を提供することができる。
【００１４】

各走査において、記録材に、黒インクを、カラーインクに対して、走査方向に対す
る垂直方向に、互いにずらして印字することができる。そのため、記録材に形成された黒
の画像における解像度を向上することができる。従って、高品質でより高解像度の画像を
形成することができる画像形成装置を提供することができる。
【００１５】
本発明のインクジェット方式の画像形成装置は、上記構成に加えて、上記両端部の黒のイ
ンクヘッドが、互いにノズルのピッチの１／２分だけずれた位置に配置されていることを
特徴としている。
【００１６】
上記の構成によれば、各走査において、記録材に、黒インクを、カラーインクに対して、
走査方向に対する垂直方向に、いわゆるノズルピッチの２倍の黒インクを印字することが
できる。そのため、いわゆるノズルピッチの２倍の解像度の黒の画像を記録材に形成する
ことができる画像形成装置を提供することができる。
【００１７】
本発明のインクジェット方式の画像形成方法は、上記の課題を解決するために、複数個の
インクヘッドで構成されるインクヘッド部を有するキャリッジを走査して印字するインク
ジェット方式の画像形成方法であって、上記インクヘッド部に黒のインクヘッドとカラー
のインクヘッドとを備えると共に、走査方向における両端部に黒のインクヘッドを配置し
、該インクヘッド部を用いて、黒インク、カラーインク、黒インクの順番で、

印字することを特徴としている。
【００１８】
上記の構成によれば、キャリッジの走査方向を双方向に印字しても、上記インクの順番で
印字するため、記録材に形成された画像において、走査毎の黒インクが記録材表面におい
て露出している面積、および黒インクとカラーインクとが重なって印字される部分の面積
が同じになり、印字の「黒さ」の差をなくすことができる。従って、双方向に印字して印
字時間を短縮することができ、かつ、高品質の画像を形成することができる。
【００１９】

、各走査において、記録材に、黒インクをカラーインクに対して、走査方向に対する
垂直方向に、互いにずらして印字することができる。そのため、記録材に形成された黒の
画像における解像度を向上することができる。
【００２０】
本発明のインクジェット方式の画像形成方法は、上記構成に加えて、上記２つの黒インク
を、互いにノズルのピッチの１／２分だけずらした位置に印字することを特徴としている
。
【００２１】
上記の構成によれば、各走査において、記録材に、黒インクを、カラーインクに対して、
走査方向に対する垂直方向に、いわゆるノズルピッチの２倍の黒インクを印字することが
できる。そのため、いわゆるノズルピッチの２倍の解像度の黒の画像を記録材に形成する
ことができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
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また、

且つ、上記
２つの黒インクをカラーインクに対して、走査方向に対する垂直方向に、互いに逆方向に
ずらした位置に

また



本発明の実施の一形態を図１ないし図１６に基づいて以下に説明する。
【００２３】
図１に示すように、実施の一形態にかかるインクジェット方式の画像形成装置としてのイ
ンクジェットプリンタの走査部は、キャリッジ１を備えている。キャリッジ１は、シャフ
ト２およびガイドレール３によって、走査方向がシャフト２の軸方向である走査方向に沿
ってスライド自在に支持されている。また、上記キャリッジ１には、各色毎に独立してい
るインクヘッドである、黒のインクヘッド（Ｋ）、シアンのインクヘッド（Ｃ）、マゼン
タのインクヘッド（Ｍ）、イエローのインクヘッド（Ｙ）、黒のインクヘッド（Ｋ）が、
キャリッジ１の走査方向と平行にこの順で配置されてインクヘッド部４を構成している。
ここで、Ｃ、Ｍ、Ｙの順序は限定されない。このインクヘッド部４において、黒のインク
ヘッド（Ｋ）は走査方向における両端部に、他のカラーのインクヘッド（Ｃ、Ｍ、Ｙ）を
挟むように２つ配置されていることになる。図示していないが、各インクヘッド（Ｋ、Ｃ
、Ｍ、Ｙ）は、キャリッジ１の走査方向に対して直交する方向に１列または数列に配置さ
れた複数のノズルを有している。また、各インクヘッド（Ｋ、Ｃ、Ｍ、Ｙ）は、インクの
色、その色に合わせたノズルの特性以外は同一の構成を有するものである。
【００２４】
また、キャリッジ１には位置検出手段（図示しない）が設けられている。位置検出手段は
、キャリッジ１の移動とともに記録材に対する印字位置あるいは走査範囲を検出し、位置
信号をコンピュータ等の画像データを出力する装置に対して発するようになっている。こ
の信号により、上記コンピュータ等が、印字位置、走査範囲、あるいは走査方向を規定す
ることができる。そして、コンピュータ等からの画像データの出力に応じて選択されたノ
ズルからインク滴が吐出されて印字され、記録材に画像が形成される。
【００２５】
上記キャリッジ１は、２つのプーリ５・５間に張られているベルト６に接続されている。
片方のプーリ５は駆動モータ７と接続され、回転駆動されるようになっており、ベルト６
を介してキャリッジ１を走査方向に移動させるようになっている。駆動モータ７は、キャ
リッジ１の走査方向を制御する上記信号に基づいて正逆の両方向に回転される。これによ
ってキャリッジ１は走査方向を双方向に往復するようにスライド自在に移動される。
【００２６】
また、上記インクジェットプリンタには、インクヘッド部４を有するキャリッジ１に対し
て、一定の間隔を隔てて各インクヘッド（Ｋ、Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ）に配置されているノズル
と対面するようにプラテン８が設置されている。上記プラテン８には、用紙カートリッジ
９から供給される紙、フィルム等の記録材が、搬送ローラ１０によって搬送されて、載置
されるようになっている。また、載置された記録材は、各インクヘッドに配置されている
ノズルと対面するようになっており、印字されるタイミングに従って、搬送ローラ１０に
よって搬送され、キャリッジ１とプラテン８の間を通過する（記録材を送り出す）ように
なっている。そして、キャリッジ１のインクヘッド部４に配置されている各インクヘッド
のノズルからインク滴が吐出され、プラテン８を通過する記録材に印字するようになって
いる。
【００２７】
ここで、キャリッジ１において、図２に示すように黒のインクヘッド（Ｋ）、マゼンタの
インクヘッド（Ｍ）、シアンのインクヘッド（Ｃ）、イエローのインクヘッド（Ｙ）、黒
のインクヘッド（Ｋ）の配置を有するインクヘッド部４を用いて、記録材に印字して黒の
画像を形成する場合の一例について説明する。ここで、印字の際には、乾燥性、浸透性に
劣る黒インクと、乾燥性、浸透性に優れるカラーインクとを重ねて印字することによって
、黒インクの乾燥性、浸透性を向上させている。
【００２８】
上記キャリッジ１を、黒のインクヘッド（Ｋ）、イエローのインクヘッド（Ｙ）の順で配
置している側を先頭にした方向（以下方向▲１▼と記す）に走査して印字するときには、
黒インクを印字した後、イエローインク、マゼンタインク、シアンインクの混色を印字し
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、そして再び黒インクを印字して、黒の画像を形成することになる。また、逆に黒のイン
クヘッド（Ｋ）、シアンのインクヘッド（Ｃ）を配置している側を先頭にした方向（以下
方向▲２▼と記す）に走査して印字するときには、黒インクを印字した後、シアンインク
、マゼンタインク、イエローインクの混色を印字し、そして再び黒のインクを印字して、
黒の画像を形成することになる。
【００２９】
ここで、キャリッジ１を、方向▲１▼に走査して印字したときのインクが記録材へ浸透し
た状態を図３に示す。また、方向▲２▼に走査して印字したときのインクが記録材へ浸透
した状態を図４に示す。これら図から明らかなように、キャリッジ１の走査方向によって
インクの重なり方には違いがあるものの、実質的な記録材の表面における黒インク（図面
では斜線を施してある）とカラーインクの混色（ＣＭＹ混色）との重なり度合い（割合）
は、走査方向に関係なく、同じである。
【００３０】
図３に示したインクが浸透した状態における、記録材の表面の状態を上から見た図を図５
に示す。また、図４に示したインクが浸透した状態における、記録材の表面の状態を上か
ら見た図を図６に示す。これらの図を比較してわかるように、走査する方向により黒イン
クの上にカラーインクの混色が重なって印字される部分の位置は異なるが、これらの重な
った部分はそれぞれ同じ面積である。また、黒インクの記録材の表面において露出してい
る面積も同じである。よって、全体としての、黒インクとカラーインクとが重なって印字
される部分における「黒さ」の差をなくすことができる。
【００３１】
従って、上記のように、本実施の形態のインクヘッド部４の配置を用いた場合、キャリッ
ジ１を双方向に走査して印字することができるため、印字時間を短縮することができ、か
つ、形成された画像において「黒さ」の差を生じることなく、高品質の黒の画像を形成す
ることができる。
【００３２】
また、図７に示すように、インクヘッド部４において、黒のインクヘッド（Ｋ）を、キャ
リッジ１の走査方向に対して垂直方向（記録材を送り出す方向）に、カラーのインクヘッ
ド（Ｃ、Ｍ、Ｙ）に対してノズルのピッチの１／４分ずつ互いに逆方向にずらして配置し
てもよい。上記配置のインクヘッド部４を用いて、黒の画像を形成すると、図８および図
９に示すように、ノズルをずらしていない場合と比べて、黒インクがカラーインクの上に
重なる部分およびカラーインクが黒インクの上に重なる部分は異なる。しかしながら、黒
インクが記録材の表面において露出している面積、および黒インクの上にカラーインクが
重なって印字される部分の面積は、キャリッジ１の走査方向に関係なく同じになる。従っ
て、黒のインクヘッド（Ｋ）をずらしていないときと同様に、「黒さ」の差を生じること
なく、高品質の黒の画像を形成することができる。しかも、２つの黒のインクヘッド（Ｋ
）は、ノズルのピッチの１／２分だけキャリッジ１の走査方向に対して垂直方向に、互い
にずらされて配置されていることになるので、各走査において、走査方向に対して垂直方
向（記録材を送り出す方向）に関して、いわゆるノズルピッチの２倍の解像度の黒の画像
を形成することができる。
【００３３】
一例として図１０に示すように、形成された画像において、黒インクのドットがカラーイ
ンクに対してノズルのピッチの１／２分だけずらされて印字されるので、記録材を送り出
す方向に関して、ずらされていないカラーインクと比べて、２倍の解像度を有しているこ
とがわかる。つまり、１つのインクヘッドのノズルピッチが６００ｄｐｉであれば、１２
００ｄｐｉの解像度の黒の画像を得ることができる。
【００３４】
上記のインクジェットプリンタの構成によれば、キャリッジ１の走査方向を双方向にして
印字しても、印字するインクの順番を黒インク、カラーインク、黒インクと一定にするこ
とができる。その結果、走査毎の黒インクが記録材表面において露出している面積、およ
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び黒インクとカラーインクとが重なって印字される部分の面積が走査方向に関係なく同じ
となり、印字の「黒さ」の差をなくすことができる。また、インクヘッドの数は、片方向
にしか走査して印字できない従来のインクジェットプリンタと比べて、上記の構成では、
高々１つ増加するだけである。そのため、コスト増は小さく、広い範囲のインクジェット
プリンタに応用することができる。つまり、コストをかけることなく、双方向に印字して
印字時間を短縮することができ、高品質の画像を形成することができる。
【００３５】
また、上記のインクジェットプリンタの構成によれば、各走査において、記録材に、黒イ
ンクを、カラーインクに対して、走査方向に対する垂直方向に、互いにずらして印字する
ことができる。そのため、記録材に形成された黒の画像における解像度を向上することが
できる。従って、高品質でより高解像度の画像を形成することができる。また、上記のイ
ンクジェットプリンタの構成によれば、各走査において、記録材に、黒インクを、カラー
インクに対して、走査方向に対する垂直方向に、いわゆるノズルピッチの２倍の黒インク
を印字することができる。そのため、いわゆるノズルピッチの２倍の解像度の黒の画像を
記録材に形成することができる。
【００３６】
ここで、比較のために、図１１に示すような従来の、黒のインクヘッド（Ｋ）、シアンの
インクヘッド（Ｃ）、マゼンタのインクヘッド（Ｍ）、イエローのインクヘッド（Ｙ）の
配置を有する、走査方向に対する一方の端部のみが黒のインクヘッド（Ｋ）であるインク
ヘッド部の配置を用いて、記録材に印字して黒の画像を形成する場合の一例について説明
する。ここで、印字の際には、乾燥性、浸透性に劣る黒インクと、乾燥性、浸透性に優れ
るカラーインクとを重ねて印字することによって、記録材に対する黒インクの乾燥性、浸
透性を向上させている。
【００３７】
キャリッジを、上記従来のインクヘッド部の配置において、イエローのインクヘッド（Ｙ
）を先頭にした方向に走査して印字するときには、イエローインク、マゼンタインク、シ
アンインクの混色を印字した後、黒インクを印字することになる。また、キャリッジを黒
のインクヘッド（Ｋ）を先頭にした方向に走査したときには、黒インクを印字した後、シ
アンインク、マゼンタインク、イエローインクの混色を印字することになる。
【００３８】
キャリッジを、インクヘッド部において、イエローのインクヘッド（Ｙ）を先頭にした方
向に走査して印字したときのインクが記録材へ浸透した状態を図１３に示す。このとき、
カラーインクの混色（ＣＭＹ混色）を印字した後に黒インク（図面では斜線を施してある
）を印字するため、黒インクがカラーインクの混色の上に重なっていることがわかる。ま
た、キャリッジを黒インクのインクヘッド（Ｋ）を先頭にした方向に走査して印字したと
きのインクが記録材へ浸透した状態を図１４に示す。このとき、図１３に示したイエロー
のインクヘッド（Ｙ）を先頭にした方向に走査して印字したときとは逆に、黒インクを印
字した後にカラーインクの混色を印字するため、カラーインクの混色が黒インクの上に重
なっていることがわかる。
【００３９】
図１３に示したインクが浸透した状態における、記録材の表面の状態を上から見た図を図
１５に示す。また、図１４に示したインクが浸透した状態における、記録材の表面の状態
を上から見た図を図１６に示す。図１５に示すように、キャリッジをイエローのインクヘ
ッド（Ｙ）を先頭にした方向に走査して印字したときでは、カラーインクの混色を印字し
た後に黒インクを印字するため、記録材の表面において露出している黒インクの面積が大
きく、黒インクの上にカラーインクが重なる部分はない。それに対して、図１６に示すよ
うに、キャリッジを黒のインクヘッド（Ｋ）を先頭にした方向に走査して印字したときで
は、黒インクを印字した後にカラーインクの混色を印字するため、黒インクの上にカラー
インクの混色が重なることになり、記録材の表面において黒インクが露出している面積が
小さくなってしまうことがわかる。
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【００４０】
上記のように、黒の画像を形成する際、従来のインクヘッド部の配置を用いると、キャリ
ッジを走査する方向によって、黒インクの記録材の表面において露出している面積に大き
な差が出てしまう。また、黒インクの上にカラーインクが重なる部分の面積にも大きな差
がでてしまう。このため、キャリッジの走査方向を双方向に印字して形成された画像は、
見た目の黒の発色「黒さ」に差が生じてしまい、品質の悪いものとなってしまう。
【００４１】
【発明の効果】
以上のように、本発明のインクジェット方式の画像形成装置は、インクヘッド部は黒のイ
ンクヘッドとカラーのインクヘッドとを備え、走査方向における両端部に黒のインクヘッ
ドがが配置されて

配置されている構
成である。
【００４２】
上記の構成によれば、コストをかけることなく、双方向に印字して印字時間を短縮するこ
とができ、高品質の画像を形成することができる画像形成装置を提供することができると
いう効果を奏する。
【００４３】

、高品位でより高解像度の画像を形成することができる画像形成装置を提供すること
ができるという効果を奏する。
【００４４】
本発明のインクジェット方式の画像形成装置は、上記構成に加えて、両端部の黒のインク
ヘッドが、互いにノズルのピッチの１／２分だけずれた位置に配置されている構成である
。
【００４５】
上記の構成によれば、いわゆるノズルピッチの２倍の解像度の黒の画像を記録材に形成す
ることができる画像形成装置を提供することができるという効果を奏する。
【００４６】
本発明のインクジェット方式の画像形成方法は、以上のように、インクヘッド部に黒のイ
ンクヘッドとカラーのインクヘッドとを備えると共に、走査方向における両端部に黒のイ
ンクヘッドを配置し、該インクヘッド部を用いて、黒インク、カラーインク、黒インクの
順番で、

印字する構成である。
【００４７】
上記の構成によれば、双方向に印字して印字時間を短縮することができ、かつ、高品質の
画像を形成することができるという効果を奏する。
【００４８】

、記録材に形成された黒の画像における解像度を向上することができるという効果を
奏する。
【００４９】
本発明のインクジェット方式の画像形成方法は、上記構成に加えて、上記２つの黒インク
を、互いにノズルのピッチの１／２分だけずらした位置に印字する構成である。
【００５０】
上記の構成によれば、いわゆるノズルピッチの２倍の解像度の黒の画像を記録材に形成す
ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかるインクジェット方式の画像形成装置の一実施の形態としてのイン
クジェットプリンタを示す斜視図である。
【図２】上記インクジェットプリンタのインクヘッド部におけるインクヘッドの配置を示
す概略平面図である。
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おり、さらに、上記両端部の黒のインクヘッドはカラーのインクヘッド
に対して、走査方向に対する垂直方向に、互いに逆方向にずれた位置に

また

且つ、上記２つの黒インクをカラーインクに対して、走査方向に対する垂直方向
に、互いに逆方向にずらした位置に

また



【図３】図２に示すインクヘッドの配置のインクヘッド部を有するキャリッジを、黒のイ
ンクヘッド、イエローのインクヘッドを配置している側を先頭にした方向に走査して印字
した場合の、記録材へのインクの浸透状態を示す記録材の断面図である。
【図４】図２に示すインクヘッドの配置のインクヘッド部を有するキャリッジを、黒のイ
ンクヘッド、シアンのインクヘッドを配置している側を先頭にした方向に走査して印字し
た場合の、記録材へのインクの浸透状態を示す記録材の断面図である。
【図５】図２に示すインクヘッドの配置のインクヘッド部を有するキャリッジを、黒のイ
ンクヘッド、イエローのインクヘッドを配置している側を先頭にした方向に走査して印字
した場合の、記録材表面におけるインクの状態を示す平面図である。
【図６】図２に示すインクヘッドの配置のインクヘッド部を有するキャリッジを、黒のイ
ンクヘッド、シアンのインクヘッドを配置している側を先頭にした方向に走査して印字し
た場合の、記録材表面におけるインクの状態を示す平面図である。
【図７】本発明の他の実施の形態のインクヘッド部におけるインクヘッドの配置を示す概
略平面図である。
【図８】図７に示すインクヘッドの配置のインクヘッド部を有するキャリッジを、黒のイ
ンクヘッド、イエローのインクヘッドを配置している側を先頭にした方向に走査して印字
した場合の、記録材表面におけるインクの状態を示す平面図である。
【図９】図７に示すインクヘッドの配置のインクヘッド部を有するキャリッジを、黒のイ
ンクヘッド、シアンのインクヘッドを配置している側を先頭にした方向に走査して印字し
た場合の、記録材表面におけるインクの状態を示す平面図である。
【図１０】図７に示すインクヘッドの配置のインクヘッド部を有するキャリッジを用いて
黒印字した画像の平面図である。
【図１１】キャリッジにおける従来のインクヘッドの配置のインクヘッド部を示す概略平
面図である。
【図１２】キャリッジにおける従来のインクヘッドの他の配置のインクヘッド部を示す概
略平面図である。
【図１３】図１１に示すインクヘッドの配置のインクヘッド部を有するキャリッジを、イ
エローのインクヘッドを先頭にした方向に走査して印字した場合の、記録材へのインクの
浸透状態を示す記録材の断面図である。
【図１４】図１１に示すインクヘッドの配置のインクヘッド部を有するキャリッジを、黒
のインクヘッドを先頭にした方向に走査して印字した場合の、記録材へのインクの浸透状
態を示す記録材の断面図である。
【図１５】図１１に示すインクヘッドの配置のインクヘッド部を有するキャリッジを、イ
エローのインクヘッドを先頭にした方向に走査して印字した場合の、記録材表面における
インクの状態を示す平面図である。
【図１６】図１１に示すインクヘッドの配置のインクヘッド部を有するキャリッジを、黒
のインクヘッドを先頭にした方向に走査して印字した場合の、記録材表面におけるインク
の状態を示す平面図である。
【図１７】キャリッジにおける従来のインクヘッドのさらに他の配置のインクヘッド部を
示す概略平面図である。
【符号の説明】
１　　キャリッジ
２　　シャフト
３　　ガイドレール
４　　インクヘッド部
５　　プーリ
６　　ベルト
７　　駆動モータ
８　　プラテン
９　　用紙カートリッジ
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１０　搬送ローラ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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